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　情報化は、さまざまな分野で日々進んで
います。静岡大学情報学部では、「情報」
を切り口に人間・社会・文化を学び、豊か
な体験と知識・技術を身につけることで、
将来の可能性を広げます。

表紙・新講義棟の人物イラスト提供：総合科学技術研究科・情報学専攻　福井春風

情報学部　新講義棟　2017年9月完成！
　情報学部 3 学科の新体制と新しい教育手法に対応した教育環境を整えるため、現在、５階建ての城北講
義棟の建設を情報学部を中心に進めています。今年の9月に完成し後学期の授業から使用開始します。
　新講義棟には、アクティブ・ラーニングという新形式の教育を実践するための設備の導入、イベント・学会
を行うための大教室という特徴を盛り込みました。
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情報学部の魅力現代情報社会を

「豊かな人間性で結ばれた社会」
にするために。

　私たちが生きている現代社会は、コンピュータとネットワークを用いたシステムに支えられています。

少子高齢化や地方再生、グローバル化など私たちが抱える多くの課題を解決するためには、ICT（情報

通信技術）の仕組みや社会にもたらす影響を理解しつつ、さまざまな分野で ICT を実践的に活用する

能力を身につけることが必要です。

　静岡大学情報学部は「文工融合」を旗印に、広い視野から情報化に取り組むべく、国立大学唯一の情

報学の総合的学部として発展してきました。ここでは、コンピュータ科学（計算機科学）の最先端の技

術から、情報技術の国・企業・日常生活における実践と応用、私たちが暮らしやすい情報社会のデザイ

ンまで、さまざまなことを学ぶことができます。

さあ皆さん、一緒に情報学を学んでいきましょう！

　私たちが生きている現代社会は、コンピュータとネットワークを用いたシステムに支えられています。

少子高齢化や地方再生、グローバル化など私たちが抱える多くの課題を解決するためには、ICT（情報

通信技術）の仕組みや社会にもたらす影響を理解しつつ、さまざまな分野で ICT を実践的に活用する

能力を身につけることが必要です。

　静岡大学情報学部は「文工融合」を旗印に、広い視野から情報化に取り組むべく、国立大学唯一の情

報学の総合的学部として発展してきました。ここでは、コンピュータ科学（計算機科学）の最先端の技

術から、情報技術の国・企業・日常生活における実践と応用、私たちが暮らしやすい情報社会のデザイ

ンまで、さまざまなことを学ぶことができます。

さあ皆さん、一緒に情報学を学んでいきましょう！

文工融合 Integrated Studies
　文工融合を設立以来の理念としており、情報社会のデザインか
らコンピュータ科学やシステム設計まで、文科系と工学系が融合
した総合的な情報学を学ぶことができます。2016年度から3学
科体制に移行し、文工融合の情報学をいっそう発展させています。

　文工融合を設立以来の理念としており、情報社会のデザインか
らコンピュータ科学やシステム設計まで、文科系と工学系が融合
した総合的な情報学を学ぶことができます。2016年度から3学
科体制に移行し、文工融合の情報学をいっそう発展させています。

幅広い研究分野 Research
　社会の変化に適応した情報技術の開発、経営戦略や各種サービ
スにおける情報技術の応用、そうした情報化が社会にもたらす影
響やニーズ・課題の分析など、多様な研究が行われています。70
人以上の専任教員が在籍しており、多彩な教育・研究環境の中で、
学生は自分に合った分野を選んで学ぶことができます。

　社会の変化に適応した情報技術の開発、経営戦略や各種サービ
スにおける情報技術の応用、そうした情報化が社会にもたらす影
響やニーズ・課題の分析など、多様な研究が行われています。70
人以上の専任教員が在籍しており、多彩な教育・研究環境の中で、
学生は自分に合った分野を選んで学ぶことができます。

豊かなキャリア形成 Careers
　私たちの生活は情報にあふれており、情報を有効に活用し、技
術・サービス・社会の発展・充実を担う人材への期待は今後ます
ます高まっていきます。情報学部の卒業生は、専門知識を活かし
た技術者・研究者をはじめ、専門性の高い総合職など幅広い分野
で活躍しています。また、就職支援活動も充実しており、毎年高
い就職内定率を維持しています。

　私たちの生活は情報にあふれており、情報を有効に活用し、技
術・サービス・社会の発展・充実を担う人材への期待は今後ます
ます高まっていきます。情報学部の卒業生は、専門知識を活かし
た技術者・研究者をはじめ、専門性の高い総合職など幅広い分野
で活躍しています。また、就職支援活動も充実しており、毎年高
い就職内定率を維持しています。

多様な入試 Entrance Examinations
　情報学部では、新しい学問分野である情報学に強く興味を持つ
人の入学を期待しています。そのため、一般入試（前期日程、後
期日程）、AO入試、推薦入試など多様な受験のチャンスを用意し
ています。入試は文系と理系の両方があり、AOや推薦など特色
ある入試も実施しています。どの入試を受験しても入学後は総合
的な情報学を学ぶことができます。

　情報学部では、新しい学問分野である情報学に強く興味を持つ
人の入学を期待しています。そのため、一般入試（前期日程、後
期日程）、AO入試、推薦入試など多様な受験のチャンスを用意し
ています。入試は文系と理系の両方があり、AOや推薦など特色
ある入試も実施しています。どの入試を受験しても入学後は総合
的な情報学を学ぶことができます。

社会との連携 Collaborations
　情報学部には、地域や企業と連携した授業やプロジェクト作り
を学ぶ授業があり、研究においても情報・通信・電気などの企業
や公共機関と多彩な共同研究を推進しています。また、近隣小中
学校への ICT教育支援ボランティア派遣や、地元企業への ICT支
援や技術者向け教育などを行い、地域社会との連携を深めていま
す。国際交流にも力を入れており、語学研修や留学制度なども
整っています。

　情報学部には、地域や企業と連携した授業やプロジェクト作り
を学ぶ授業があり、研究においても情報・通信・電気などの企業
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援や技術者向け教育などを行い、地域社会との連携を深めていま
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基礎知識・技能を身につける

情報学部共通科目とは　⇒p.21

　情報学部の全学生の必修科目として、情報モラル、情報学基礎、情報処理基礎を学びます。
さらにネイティヴ・スピーカーによる実践的英語、レポートや論文の書き方に役立つ日本語の
技法を学び、表現能力を高めます。

　静岡大学に入学した全学生が履修する「全学教育科目」は、狭い専門性だけにとらわれるこ
となく、幅広い知識、広い視野、豊かな人間性などの「教養」を身につけるためのものです。「教養」
をしっかり身につけることで、豊かな人生を送ることができると同時に、社会の中で自分がど
のような生き方をしたらよいかを判断することができるようになります。

豊かな人間性を育む

全学教育科目とは　⇒p.22
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カリキュラムの流れ
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　情報社会・情報技術の急速な進展に伴い、新たに必要とされる人材を育成するために、これま
での 2 学科に加え、新たな学科を創設し、3 学科体制に進化しました。3 つの学科は、それぞ
れコンピュータ科学、情報サービス設計、情報社会デザインという中心テーマを持ちながらも互
いに連携し、技術の観点から（情報科学科）、データやサービスの観点から（行動情報学科）、社
会や人の観点から（情報社会学科）、文工融合の情報学を教育し、高度情報社会をリードする多
様な人材を育成します。
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理系入試理系入試

行動情報学科
理系入試 文系入試

情報社会学科
理系入試文系入試
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連携
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連携
科目群

学科間
連携
科目群

情報学基礎科目群
総合融合科目群

　総合融合科目は学科の枠にとらわれない文工融合型の情報学研究を体験する機会を提供します。先端情報
学実習では、所属学科に関係なく一人ひとりの学生が自らの興味・関心や専門性を背景に『自分の／自分た
ちの情報学』を教員・仲間らと共に考え、それに基づく実践を通して独創性あふれる先端的な情報学を創造
します。ICT 研究や各種コンテストへの出場、ICT を活用した地域・国際協働などへの展開が期待されます。

情報技術
＆

情報数理

・情報処理や通信を支える要素技術
の研究

・情報通信技術を活用した製品・シ
ステム・サービスの開発

・社会や人間と調和した情報通信技
術の創出と応用

サービス創出
＆

マネジメント

・データサイエンスに基づく社会
ニーズ分析やコンサルティング、
システム構築

・製造、金融、公共、医療、教育な
ど多様な分野での情報サービス開
発と創出

・プロジェクトやビジネス計画から
ユーザビリティ、サービス品質ま
でのマネジメント

コミュニティ
＆

メディア

・情報社会の仕組みと諸問題の分析・
考察

・情報社会におけるメディアの生産・
受容の分析、メディア実践

・情報の立場からの地域課題解決と
新たなコミュニティ・デザイン

総合融合科目「先端情報学実習」
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推薦入試

一般入試（前期）

一般入試（後期）

　静岡大学情報学部では「育てる人間像」「目指す教育」「入学を期待する学生像」を以下のように
考え、これにふさわしい学生を求めています。みなさんもぜひ一緒に、情報学部で学びませんか？

情報科学と情報社会についての豊かな知識と国際感覚を備え、
情報モラルと高度な情報技術、情報マネジメント能力を身につけた社会人を育
成します。

情報科学と情報社会学が連携・融合した情報学の基礎的な教育とともに、
計算機科学、情報サービス、情報社会デザインというそれぞれの分野において
体系的な専門教育を行います。

新しい学問分野「情報学」に強く興味を持つ人、情報ネットワーク社会にあっ
て多様化する地域社会に貢献しようという意欲のある人、情報学を学ぶうえで
必要な基礎学力と論理的思考力を有する人の入学を期待します。

入試科目（平成29年度）
情報学部では、●一般入試（●前期日程・●後期日程）、●推薦入試、●AO入試など、
多様な受験チャンスを用意しています。

情報科学科 情報社会学科

AO入試
（専門学科及び総合学科枠）

推薦

前期
後期

合計

推薦

前期
後期

AO（専門枠）

推薦

AO（専門枠）

合計

■情報科学科

■情報社会学科

■３年次編入
（情報科学科のみ）

■ 平成29年度入学者データ ……………………………………………………………

平成29年度入試のデータ

四国・九州・沖縄
12人

外国
2人

近畿・中国
30人 東海 143 人

北陸
4人

関東・甲信越
38人

北海道・東北
14人

静岡　　 57人
愛知　　 55人
岐阜・三重  31人 女子

21人

男子
49人

女子
37人

男子
34人

○出身地別分布※ ○男女別分布※

行動情報学科

女子
17人

男子
85人

情報科学科

※私費外国人留学生を含む

情報社会学科

育てる
人間像

目指す教育

入学を期待
する学生像

入試情報の入手先 　詳細な入試情報、及びその他の入試（3年次編入試験、私費外国人入試、アジアブリッジプログラムの入試）
につきましては、下記のWebページをご覧ください。

学部入学試験の概要、入試Q&Aなどをご覧になれます。

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/information
/index.html

情報学部 入試情報ページ

募集要項をご希望の方は、こちらで入手方法をご確認
ください。

http://www.shizuoka.ac.jp/nyushi/
静岡大学 学部入試専門ページ

基礎学力試験
（英語、数学または数学・情報）

面接

センター試験
（5教科6科目または4教科6科目）

面接

センター試験（3教科4科目）
グループワーク

および個人レポート

センター試験
（5教科7科目）

個別試験（数学、英語）

センター試験

センター試験
（6教科7科目または5教科7科目）

個別試験（英語）

Entrance examination information

入試情報

行動情報学科

センター試験
（5教科7科目）
個別試験（数学）

センター試験
（4教科5科目）

面接

センター試験
（6教科7科目または5教科7科目）

個別試験（国語、英語）

センター試験
（6教科7科目または5教科7科目）

個別試験（英語）

区分A（理系） 区分B（文系）

（5教科7科目） （6教科7科目
または5教科7科目）

個別試験（英語、総合）

※平成30年度入試の科目につきましては募集要項をご確認ください。

※情報社会学科のAO入試は平成29年度で終了いたしました。

67( 64)
25( 22)
7( 7)
8( 8)

107(101)

234
160
19
28
441

215
80
19
27
341

60
25
7
8

100

後期

区分A
区分B前期

合計

■行動情報学科
34( 31)
16( 15)
24( 19)
5( 5)
79( 70)

64
36
197
16
313

61
33
84
16
194

30
15
20
5
70

合計

一般
推薦

7（ 3）
2（ 2）
9（ 5）

11
2
13

11
2
13

若干名
若干名
若干名

47（ 41）
25（ 19）
7（ 7）
3（ 3）
82（ 70）

302
370
21
7

700

287
205
21
7

520

40
20
7
3
70

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

※「総合」は「現代文B」（情報を分析、整理して資料を作成し、自分の考えを効果的に表現）、「数
学Ⅰ」（データの分析）、「数学Ｂ」（確率分布と統計的な推測）を中心に、現実的課題に関連した
データ分析に関する問題を出題します。



7 8

推薦入試

一般入試（前期）

一般入試（後期）

　静岡大学情報学部では「育てる人間像」「目指す教育」「入学を期待する学生像」を以下のように
考え、これにふさわしい学生を求めています。みなさんもぜひ一緒に、情報学部で学びませんか？

情報科学と情報社会についての豊かな知識と国際感覚を備え、
情報モラルと高度な情報技術、情報マネジメント能力を身につけた社会人を育
成します。

情報科学と情報社会学が連携・融合した情報学の基礎的な教育とともに、
計算機科学、情報サービス、情報社会デザインというそれぞれの分野において
体系的な専門教育を行います。

新しい学問分野「情報学」に強く興味を持つ人、情報ネットワーク社会にあっ
て多様化する地域社会に貢献しようという意欲のある人、情報学を学ぶうえで
必要な基礎学力と論理的思考力を有する人の入学を期待します。

入試科目（平成29年度）
情報学部では、●一般入試（●前期日程・●後期日程）、●推薦入試、●AO入試など、
多様な受験チャンスを用意しています。

情報科学科 情報社会学科

AO入試
（専門学科及び総合学科枠）

推薦

前期
後期

合計

推薦

前期
後期

AO（専門枠）

推薦

AO（専門枠）

合計

■情報科学科

■情報社会学科

■３年次編入
（情報科学科のみ）

■ 平成29年度入学者データ ……………………………………………………………

平成29年度入試のデータ

四国・九州・沖縄
12人

外国
2人

近畿・中国
30人 東海 143 人

北陸
4人

関東・甲信越
38人

北海道・東北
14人

静岡　　 57人
愛知　　 55人
岐阜・三重  31人 女子

21人

男子
49人

女子
37人

男子
34人

○出身地別分布※ ○男女別分布※

行動情報学科

女子
17人

男子
85人

情報科学科

※私費外国人留学生を含む

情報社会学科

育てる
人間像

目指す教育

入学を期待
する学生像

入試情報の入手先 　詳細な入試情報、及びその他の入試（3年次編入試験、私費外国人入試、アジアブリッジプログラムの入試）
につきましては、下記のWebページをご覧ください。

学部入学試験の概要、入試Q&Aなどをご覧になれます。

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/information
/index.html

情報学部 入試情報ページ

募集要項をご希望の方は、こちらで入手方法をご確認
ください。

http://www.shizuoka.ac.jp/nyushi/
静岡大学 学部入試専門ページ

基礎学力試験
（英語、数学または数学・情報）

面接

センター試験
（5教科6科目または4教科6科目）

面接

センター試験（3教科4科目）
グループワーク

および個人レポート

センター試験
（5教科7科目）

個別試験（数学、英語）

センター試験

センター試験
（6教科7科目または5教科7科目）

個別試験（英語）

Entrance examination information

入試情報

行動情報学科

センター試験
（5教科7科目）
個別試験（数学）

センター試験
（4教科5科目）

面接

センター試験
（6教科7科目または5教科7科目）

個別試験（国語、英語）

センター試験
（6教科7科目または5教科7科目）

個別試験（英語）

区分A（理系） 区分B（文系）

（5教科7科目） （6教科7科目
または5教科7科目）

個別試験（英語、総合）

※平成30年度入試の科目につきましては募集要項をご確認ください。

※情報社会学科のAO入試は平成29年度で終了いたしました。

67( 64)
25( 22)
7( 7)
8( 8)

107(101)

234
160
19
28
441

215
80
19
27
341

60
25
7
8

100

後期

区分A
区分B前期

合計

■行動情報学科
34( 31)
16( 15)
24( 19)
5( 5)
79( 70)

64
36
197
16
313

61
33
84
16
194

30
15
20
5
70

合計

一般
推薦

7（ 3）
2（ 2）
9（ 5）

11
2
13

11
2
13

若干名
若干名
若干名

47（ 41）
25（ 19）
7（ 7）
3（ 3）
82（ 70）

302
370
21
7

700

287
205
21
7

520

40
20
7
3
70

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

募集人員 志願者 受験者 合格者（入学者）

※「総合」は「現代文B」（情報を分析、整理して資料を作成し、自分の考えを効果的に表現）、「数
学Ⅰ」（データの分析）、「数学Ｂ」（確率分布と統計的な推測）を中心に、現実的課題に関連した
データ分析に関する問題を出題します。



４
年
次

１
年
次

２
年
次

３
年
次

Department of Computer Science

9 10

■ 情報科学科の教育理念 …………………………………………………………
　これからの情報技術者・研究者には、革新的な研究開発を遂行する能力に加え、社会とビジネス
の動向を理解して製品・システム・サービスのビジョンを掲げることや、それを具現化するために
必要となる技術を見極める能力が求められます。
　情報科学科では、情報通信技術における広い知識と高い専門性の獲得を基本とし、文工融合の理
念に基づいて人間や社会と調和した情報技術の創造と応用を推進する能力、コンピュータ科学を軸
足としつつ新たな領域の開拓に挑戦する能力を育成します。

■ カリキュラムの特徴 ……………………………………………………………
　「情報科学」は時とともにその領域を広げつつあります。情報科学科では、コンピュータ科学領域
をカリキュラムの軸としつつも、人の知能をコンピュータで模倣することを目指す知能情報科学領
域や、人の感性・心理をコンピュータで扱うための人間情報科学領域を含め、今の情報科学を横断
的に学ぶことができます。まず、情報の数理的側面の学習を徹底して進めるとともに、ハードウェ
ア、ソフトウェア、ネットワーク、データベースなどの技術要素は少人数グループワークでの実験・
演習を通じて理解を深めます。また、卒業研究では知識の活用能力、批判的・論理的思考力、課題
探求力、問題解決力、コミュニケーション能力などの総合的な育成を行い、高度な研究活動にも従
事できる基礎的能力の習得を目指します。

■ 履修科目例 ………………………………………………………………………
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ヒューマン インタフェース

人間情報活用論

知能情報科学領域 コンピュータ科学領域 人間情報科学領域

卒業研究
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■ 授業紹介 …………………………………………………………………………

■ 卒業後の進路 ……………………………………………………………………
　情報科学科の研究室出身者の半数以上が、より高度な知識や技能を身につけるため大学院に進学
します。大学院修了生を含む卒業生の多くはメーカーや ICT（情報通信技術）サービス企業の技術
者としての道を進みますが、企業や大学の研究所において引き続き最先端技術の研究・開発に従事
する卒業生も少なくありません。

情報科学科

■卒業生の進路
ICT分野の最先端を担う研究者

ICT産業を支える技術者
大学院
進学

大学 公的研究機関

企業研究所

製造業 情報通信産業

ICTサービス業 ソフトウェア産業

その他あらゆる産業分野

情報科学実験

　現在の情報社会は情報通信システムに支えられています。では、その情報通信システムの核とな
る要素技術がなにか知っていますか？ それはハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、データ
ベースです。「情報科学実験」は、これら 4 つの要素技術について３つのパートに分けて学ぶ実験
科目です。
　情報科学実験Ⅰでは、ネットワークとデータベースのメカニズムを学ぶことによって、コン
ピュータ群が情報通信システムとして機能する仕組みを習得することができます。情報科学実験Ⅱ
および情報科学実験Ⅲでは、CPU（コンピュータの心臓部）のハードウェア構成と処理の仕組み、
それらを効率よく利用するためのソフトウェア、これら両面から総合的にコンピュータを学び、理
解することができます。
　これらの実験は、授業を聞くだけの講義ではなく、自らの手を動かして実習を行う実験という形
で進めるので、身についた知識として確実に獲得する
ことができます。
　今後、情報通信技術は益々成熟し、現在我々が着想
するような製品・システム・サービスはほぼすべて実
現することが可能となっていくでしょう。情報科学実
験を通じ、情報通信システムの核を構成する要素技術
のすべてを習得することは、新しい社会を創造するた
めの無限のツールを手にすることに繋がります。皆さ
んは将来の社会のために何を創っていきますか？

■ 豊富なスタッフと多彩な研究分野 ……………………………………………
　情報科学科には経験豊富な教員が多数揃っており、少人数制（教員 1 人 1 学年あたり学生 3～4
人）で丁寧な研究指導を受けることができます。研究テーマも、情報科学の基礎から応用まで、多
彩な研究分野をカバーしており、学外の研究機関や企業との共同研究も幅広く実施しています。
 学生が新たな分野にチャレンジすることを推奨する教員も多く、きっと、自分のやりたい研究
テーマが見つかるでしょう。また、常に高いレベルの研究を意識して指導を行いますので、大学院
進学前に既に多くの研究成果を挙げ、学会発表等の活動を行う学生もたくさんいます。情報化社会
の進展に伴い、実にさまざまな文と工の接点が「情報科学」の研究対象になっています。文工融合
のこの環境で、情報科学の無限の可能性にチャレンジしてください。

情報科学科
理系入試理系入試

情報技術

情報数理

Computer
Science
Computer
Science

コンピュータ科学の基礎理論

認知科学とインターフェース

メディ
ア

情報処
理 人工知

能

コンピュータネットワーク

研究室情報の入手先 情報科学科の研究室の詳細は、以下のWEBページをご覧ください

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/labs/science.html情報学部 教員／研究室紹介ページ（情報科学科）
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■ 行動情報学科の教育理念 ………………………………………………………
　行動情報学科では、現代の ICTによって収集される情報を多様な形で「実践」的に活用する能力
を養うことを目指しています。ICT の急速な進展のなかで、最適な社会環境や公共サービス、新た
なビジネスデザインの企画・開発において、幅広い分野でリーダーシップを発揮できる人が求めら
れています。行動情報学科では、情報サービスを創造的に設計する力や、ビッグデータやリッチ
データなどを分析するデータサイエンスを活用する能力を身につけ、企業などの組織において経営
戦略を策定し、生活に密着した情報サービスを企画・推進することのできる人材を育成します。

■ カリキュラムの特徴 ……………………………………………………………
　システム・分析・戦略系科目群では、情報基盤技術や情報システム設計開発などを学び、さらに
問題を発見・定義し、解決方法の提案・実施、結果の検証を行っていくための方法を学びます。マ
ネジメント系科目群ではビジネスや情報基盤技術の知識に基づく目標の設定や実行計画の策定・推
進のための科学を学びます。サービス系科目群では、製造、金融、公共、医療、教育などさまざま
な分野での情報サービスの意義、構造と開発方法を学びます。これらの科目で学んだことを卒業研
究につなげていきます。行動情報学科では実践を重視しており、少人数クラスでの指導やグループ
演習を行う科目を多数用意しています。

■ 履修科目例 ………………………………………………………………………

行動情報学科

４
年
次

１
年
次

２
年
次

３
年
次

情報学総論

プログラミング

学習マネジメント

統計学入門

コミュニケーションスキルズ

リーディング スキルズ

情報と心理

コンピュータネットワーク基礎

問題分析と モデリング

ユーザビリティ設計・評価論

データ処理プログラミング

経営のしくみ

情報資産構築論

Webシステム設計演習 ビジネス計画論

環境・地理情報システム論

データベース論

プロジェクトマネジメント

システムマネジメント

グローバル経営システム論

知的情報システム開発

組織マネジメント 人工知能

視聴覚教育メディア論

産業社会行動分析

意思決定論

データマイニング

学習過程論

情報システム開発演習

データ分析応用論＆演習

情報・ネットワーク経済と競争

多変量データ解析

情報システム基礎演習

マネジメント系 システム分析・戦略系 サービス系

卒業研究
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■ 授業紹介 ………………………………………………………………………… ■ 最先端の情報サービスを創出する実践的な研究分野 ………………………

■ 卒業後の進路……………………………………………………………………
　行動情報学科所属となる研究室の出身者は、大学院進学に加え、情報サービスの企画・開発者や
プロジェクトマネージャーなど ICT活用の高度専門職への道に進んでいます。また、情報システム
を用いる一般企業のさまざまな部門の総合職に就く学生や公務員となる学生も増えています。情報
の利活用の場がこれまでにもまして広がるこれからの社会では、さらに多様な進路が見込まれます。

行動情報学科

■卒業生の進路

ビジネス計画論＆演習

　行動情報学科が目指すものは、ICT をベースに企業を変革していくリーダーを育成することにあ
ります。そのためには、経営戦略論、マーケティング論、財務管理論、組織論など経営学に関する
知識を実践的に応用し、具体的に活用できる能力が必要になります。
　複雑に絡み合った問題を解きほぐし的確な戦略課題を設定する「分析力」、そして、創造性に富む
アイディアを出して戦略課題を解決する方策を考える「企画力」、さらにその方策の実現に向けて関
係者を巻き込み動員できる「コミュニケーション力」が求められています。
　この授業の特徴のひとつは、ビジネスプランの作成を通じて、上記の3つの能力を育成するための
実践的な教育を行っていることです。学生はチームを組んで本格的なビジネスプランづくりを行いま
す。そこには、調査や意見交換、ときには熱い議論をする場面も出てきますので、説得力と論理に裏
打ちされた計画作りと共に豊かなコミュニケーション力を育むことができるように工夫されていま
す。もうひとつの特徴は、現実世界の企業
活動をモデル化したビジネスゲームを採り
入れ、ビジネスの現場を仮想体験できる教
材を使用していることです。現実のビジネ
スを経験していない学生でも、ダイナミッ
クに展開していく現実のビジネスの難しさ
とドラマ性、そこに潜む経営の面白さを学
ぶことができます。

情報システムの高度専門職

ICTスキルを有する総合職
大学院
進学

サービス企画 コンサルタント

データサイエンティストプロジェクトマネージャー

営業・企画 広報・メディア

経理・監査 教育・学芸

エンジニアリング

行動情報学科
理系入試 文系入試

サービス創出

マネジメント

　ICT を実践的に活用し情報サービスを創出する研究には、実際には非常に多様な分野、切り口が
ありえます。行動情報学科では、情報技術と融合した社会システムや公共サービス、ビジネスを支
える組織・行動・経営のマネジメント、人間の行動を深く分析する心理学・認知科学・学習理論、
高度な自動解析や人間の働きの代替を可能にするデータマイニングや人工知能まで幅広い分野の教
員が研究指導を行います。まさに文科系と工学系を融合した文工融合的な広がりがあり、最先端の
研究テーマ、分野融合的な新しいテーマなど、自分のやりたいことを見つけ、創造することができ
るでしょう。
　企業出身の教員も多いことからも、実社会に直結した研究と就職の指導が受けられます。研究を
通じて、情報システムの計画・設計の技術や、合意形成、協働作業のためのスキルなど、情報サー
ビス業をはじめとして情報を扱う幅広い業種で活躍できる能力が身に付きます。

Behavior
Informatics
Behavior
Informatics

情報サービスの
創出

学習・教育心理学

地理情
報

防災　
金融 データ

サイエ
ンス

人工知
能

組織　行動経営

情報学部 教員／研究室紹介ページ（行動情報学科）

研究室情報の入手先 行動情報学科の研究室の詳細は、以下のWEBページをご覧ください

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/labs/behavior.html
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■ 授業紹介 ………………………………………………………………………… ■ 最先端の情報サービスを創出する実践的な研究分野 ………………………

■ 卒業後の進路……………………………………………………………………
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情報学部 教員／研究室紹介ページ（行動情報学科）

研究室情報の入手先 行動情報学科の研究室の詳細は、以下のWEBページをご覧ください

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/labs/behavior.html
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■ 情報社会学科の教育理念 ………………………………………………………
　社会の情報化とネットワーク化が進み、私たちの生活はとても便利で快適なものとなりましたが、
その一方で、プライバシー侵害や著作権の問題、人間関係の希薄化の問題など、新しい問題が次々
に生じています。情報社会学科では、情報技術や情報システムの可能性や危険性などを理解したう
えで、主にメディアとコミュニティという2つの観点から情報社会の目標や課題を考えていきま
す。そして、多様な専門家との協働の場を形成し、新しい情報社会をデザイン・実現できる人材を
育成します。

■ カリキュラムの特徴 ……………………………………………………………
　情報社会学科では、情報社会の仕組みと諸問題を考察・分析する社会的視点・知識を形成し、情
報技術や情報システムの本質を理解して人間、環境、情報技術が調和する情報社会を構想し、企画・
提案・実践する能力を育成します。そのためにメディアとコミュニティという2つの学習体系、さ
らにその土台となる「基盤領域」、2つの学習体系をつなぐ「融合領域」という学習領域が置かれて
います。フィールドワーク・実習を通じての問題解決能力、国際感覚やコミュニケーション能力、
情報収集・分析力、プレゼンテーション能力などの育成を目指します。

■ 履修科目例 ………………………………………………………………………

情報社会学科

４
年
次

１
年
次

２
年
次

３
年
次

情報学総論

プログラミング

学習マネジメント

社会調査論

コミュニケーションスキルズ

リーディング スキルズ

メディア・リテラシー

情報社会概論

コミュニケーション・メディア史

コミュニティ・デザイン論

都市デザイン論

パブリック・ガバナンス論

メディア・スタディーズ

社会調査法 電子メディア論

ネット文化産業論

美術とメディア

地域情報マネジメント

フィールドリサーチ

サイバーテクノ思想論

都市・地域政策論 メディア文化論

ジャーナリズム論

公共圏論

異文化コミュニケーション論

情報学方法論演習

情報社会思想

グローバリゼーションと社会

コミュニティ・メディア実習

コミュニティ系 メディア系

卒業研究
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■ 授業紹介 …………………………………………………………………………

■ 卒業後の進路……………………………………………………………………
　情報社会学科の研究室出身者の多くは卒業後、情報の共有や創造に関して蓄えた力を活かして、
メディア企業や広報・広告の職種、あるいは ICT業界に進みます。また社会デザインへの問題意識
を発揮する場として公務員や金融機関、運輸・交通業などに進む学生、大学院に進学し、さらに研
究を深める学生など、進路は多様です。

情報社会学科

■卒業生の進路

メディア・スタディーズ

　週末の天気、昨日のメジャーリーグの試合結果、タレントの結婚。メディアのおかげで、私たち
は実に多くの情報を知っています。けれども、メディアを介して知ることと現実に体験することは
同じではありません。人間は自分の顔を直接眼で見ることができない代わりに鏡を使いますが、鏡
の中の顔は左右逆になります。メディアが映し出す世界とは、鏡に写った映像のようなものです。
　講義で「静大情報学部生」のイメージを書いてもらったところ、右下のような画像が出来上がり
ました。もちろん情報学部生全員がコンピュータおたくではありません。これらは誰が見てもわか
りやすいよう特徴を誇張して作られた表現です。このような「加工」や「選択」は、私たちがメディ
アを使って情報のやりとりをするときに必ず起こってくることです。
　メディアが私たちの世界を映し出す仕組みを理解すると、私たちの考え方やものの見方、コミュ
ニケーションにメディアがどのように関わっ
てくるのかが具体的に見えてきます。
　情報化とともに新しい情報技術が次々と開
発される中、私たちはメディアの単なる受け
手からメディアの使い手＝情報発信者へと変
わってきています。この授業では、メディア
の社会的役割やメディア表現の持つ可能性と
課題をしっかり意識することで、これからの
情報社会におけるメディアのあり方を受講生
自身が考えるための土台を作っていきます。

■ 多彩な学問分野からの情報社会研究 …………………………………………
　情報社会学科には多彩な教員が揃っており、人文社会科学における様々な分野から「情報」につ
いて研究しています。その専門は、法学、経済学、社会学、地理学、政治学から、メディア学、文
化人類学、歴史学、文学、言語学、さらには哲学、芸術学といった分野にまで広がっています。
きっと、自分の興味・関心に合った研究室を見つけることができるでしょう。
　各研究室では、少人数制ならではのきめ細やかな指導を受けることができます。最初に、基礎文
献の講読やメディア分析・制作、あるいは文献調査やフィールド調査などを通じて、情報社会研究
に必要な思考力や技術力、調査・分析能力を高めていきます。次に、各自が設定した研究テーマを
徹底的に追究し、その成果を卒業研究としてまとめます。情報社会研究を通じて培った力は、必ず
や皆さんが将来を切り拓く助けになることでしょう。

情報社会学科
理系入試文系入試

コミュニティ

メディア

情報の共有と創造

情報活用とデザイン

大学院
進学

メディア企業 ICT業界

広報・広告 通信・放送・情報サービス

公務員 保険・金融

交通・都市基盤 企画・営業・サービス

Socio-
Information
Studies

Socio-
Information
Studies

コミュニケーション

メディア

ガバナ
ンス

社会調
査

コミュニティ

情報学部 教員／研究室紹介ページ（情報社会学科）

研究室情報の入手先 情報社会学科の研究室の詳細は、以下のWEBページをご覧ください

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/labs/society.html
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の中の顔は左右逆になります。メディアが映し出す世界とは、鏡に写った映像のようなものです。
　講義で「静大情報学部生」のイメージを書いてもらったところ、右下のような画像が出来上がり
ました。もちろん情報学部生全員がコンピュータおたくではありません。これらは誰が見てもわか
りやすいよう特徴を誇張して作られた表現です。このような「加工」や「選択」は、私たちがメディ
アを使って情報のやりとりをするときに必ず起こってくることです。
　メディアが私たちの世界を映し出す仕組みを理解すると、私たちの考え方やものの見方、コミュ
ニケーションにメディアがどのように関わっ
てくるのかが具体的に見えてきます。
　情報化とともに新しい情報技術が次々と開
発される中、私たちはメディアの単なる受け
手からメディアの使い手＝情報発信者へと変
わってきています。この授業では、メディア
の社会的役割やメディア表現の持つ可能性と
課題をしっかり意識することで、これからの
情報社会におけるメディアのあり方を受講生
自身が考えるための土台を作っていきます。

■ 多彩な学問分野からの情報社会研究 …………………………………………
　情報社会学科には多彩な教員が揃っており、人文社会科学における様々な分野から「情報」につ
いて研究しています。その専門は、法学、経済学、社会学、地理学、政治学から、メディア学、文
化人類学、歴史学、文学、言語学、さらには哲学、芸術学といった分野にまで広がっています。
きっと、自分の興味・関心に合った研究室を見つけることができるでしょう。
　各研究室では、少人数制ならではのきめ細やかな指導を受けることができます。最初に、基礎文
献の講読やメディア分析・制作、あるいは文献調査やフィールド調査などを通じて、情報社会研究
に必要な思考力や技術力、調査・分析能力を高めていきます。次に、各自が設定した研究テーマを
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情報社会学科
理系入試文系入試
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研究室情報の入手先 情報社会学科の研究室の詳細は、以下のWEBページをご覧ください

http://www.inf.shizuoka.ac.jp/labs/society.html



21 22

情報倫理と法
　情報ネットワークの発展はさまざまな問題を生み出していま
す。この授業ではそれらの問題を法的観点から理解するととも
に、法的な対応ができない問題を自ら倫理の問題として考える
習慣を身につけます。
　取り上げる問題の一つはコンピュータプログラムの違法コ
ピーについてです。これを、知的財産を保護する法的枠組みである特許権と著作権の観点から考察し
ます。また有害情報の配信やコンピュータ犯罪などネットワーク利用に関する問題を防止する倫理的
行動と法について学びます。

新入生セミナー
　大学での生活に必要となる図書館利用、防災、ハラスメント防止などのガイダンスを行います。
また少人数のクラスに分かれて、担当教員の指導のもとにプレゼンテーションやディスカッション
を行い、大学生としての勉学姿勢について意識を高めます。

初修外国語
　ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、現代韓国語のなかから選択して、
文法や会話の初歩と言語の背景となる文化などを学びます。

個別分野科目
　人文社会分野および自然科学分野の教養科目を選択して受講します。

学際科目
　現代の問題に対して、分野を横断した視点から分析する資質を養います。

コミュニケーションスキルズ
　「コミュニケーションスキルズ」を担当するネイティヴ・ス
ピーカーの教員は、これからの国際社会に欠かすことのできな
い言語運用能力と実践的なコミュニケーション能力を鍛えてく
れる頼もしい先生方です。リーディング、ライティング、ス
ピーキング、リスニングという基本的なスキルを向上させるだ
けではありません。日本や世界の最新トピックについて英語で議論することを通じて、その文化的・
社会的な背景まで学ぶことができるのもこの授業の魅力です。

プログラミング
　入学後すぐに始まる「コンピュータシステム演習」でコン
ピュータの基本概念に加えて基本ソフトや文書作成ソフト、電
子メールソフトなどソフトウェアの使い方を学びます。それに
続く「プログラミング」ではプログラムを記述するための言語、
プログラムの流れの表現方法などを含むソフトウェアの作り方 
を基礎から学びます。講義だけでなく実際にパソコンを使う演習を中心に「頭で学び、体で感じる」
ことで、初心者でも着実に身につけていくことができるように工夫されています。

Lectures and classes

情報学部共通科目

General Education and
Qualification Acquisition

全学教育科目と資格取得

所定の科目を修得することによって以下の資格が取得できます。

●また、多くの学生が自分で勉強して、以下の法人
　などで実施されている資格を取得しています。

○独立行政法人／情報処理開発推進機構
　　　　　　　　情報処理技術者試験

○財団法人／画像情報教育振興協会

教員免許状「情報」（高校）　取得プログラム

　全学科の学生が取得可能です。「情報」の
教員免許状（高等学校教諭一種免許状（情
報））は、普通高校及び専門高校で、「情報」
を教える教員になるための資格です。教育実
習を含む教職関係の科目群を修得することに
よって、教員免許状を取得することができま
す。

情報社会学科情 報 科 学 科

学芸員資格　取得プログラム

　情報社会学科の学生が取得可能です。博物
館実習を含む博物館学関係の科目を修得する
ことにより、学芸員資格を取得することがで
きます。博物館の学芸員の道はもとより、公
民館、図書館や企業における広報の立案企画
などの道に進むことが可能です。

情報社会学科

社会調査士資格　取得プログラム

　世論や市場動向など社会情勢を的確にとら
える「調査の専門家」が社会調査士です。情
報社会学科の学生が所定の科目を修得するこ
とにより資格を取得できます。

情報社会学科

■ 全学教育科目（教養科目） ……………………………………

● 資格取得（オプショナルプログラム）…………………………………

1 年

必
修
科
目

選
択
科
目

2 年 3 年 4 年

情報学総論、コンピュータ入門、コン
ピュータシステム演習、日本語表現法、
コミュニケーションスキルズⅠ、プログ
ラミング、学習マネジメント

情報倫理と法、
情報学方法論

リーディングスキルズⅠ・Ⅱ・Ⅲ、コミュニケーションスキルズⅡ・Ⅲ、ライティングスキルズⅠ・Ⅱ・Ⅲ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  情報学特別講義Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

1 年 2 年 3 年

英語コミュニケーションⅠ、英語演習Ⅰ、
初修外国語入門Ⅰ、初修外国語入門Ⅱ

新入生セミナー、【英語】、【初修外国語】、【健康体育】、情報処理、【個別分野科目】、【学際科目】、
【キャリア形成科目】

■ 情報学部共通の授業科目 ……………………………………… 平成 28 年度平成 28 年度

ABP副専攻　　　　　　　　平成 27 年度から、グローバル人材の育成を目的としたアジアブリッジプログ
ラム副専攻が開設されました。英語で授業が行われる科目、AL（アクティブラーニング）を取り
入れた科目、海外研修など 15 単位から構成され、静岡大学の全学部の学生が履修できます。

必
修
科
目

選
択
科
目

行動情報学科
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平成 28 年度

Student Voices

情報学部生の声
Graduate School

大学院（総合科学技術研究科・情報学専攻）

　将来はコンピュータの技術を利
用したコンテンツ制作に携わりた
い、大学での勉強を経るのならば
まず土台となる技術側を学ぶべ
きだ、そう思って私は情報学部
へ入りました。初めは自分の
思ったとおりコンピュータや

情報系の知識、数学や英語といった基礎を身につける講義ばかりで
した。しかしそれらがひととおり終わると次はプログラミングや
データベース構築、Web システムの開発などなど思っていたより
も本格的な、実際に動くものを作る演習が待っていました。それだ
けではありません。心理学や経営、著作権やプロジェクト設計を学
ぶ講義もあります。
　情報学と聞いてコンピュータの世界しか思い浮かべていなかった
私ですが、ここで学んだことは将来のどんなことにも役立つと今で
は思います。自分の可能性を広げることができる場所です。

　「情報学」という言葉を
聞くとなんだか難しそうな
イメージを受けるかもしれ
ませんが、実際は入学前に
思っていた以上に幅の広い
分野でした。私は現在情報
科学科の授業を通して、プ

ログラミングはもちろんコンピュータネットワークやそ
の構造について学んでいますが、それと同時に情報に関
する法律や心理学といった分野についても学ぶことがで
きました。広い視野で情報学という分野を見渡せるとい
う意味で、情報学部は魅力的な学部だなと感じていま
す。

　情報学部と聞くと、多くの人が
パソコンを使ってプログラミング
している光景を思い浮かべると思
います。しかし、実際の活動はも
ちろんそればかりではありません。
特に、情報学部の中でも新設され
た行動情報学科というのは、文系
理系の枠を超えて様々な分野の学習

をすることができる学科です。行動情報学科に所属している先生方は、
例えば人工知能の分野を専門的に研究している方や、経営情報学の分
野を専門的に研究している方がいて、それぞれの分野の専門性は高い
のですが、私たちが学習できる範囲はとても広いです。さらに、大学
で学んだことを生かし、社会に出て働くことになったときに重要なコ
ミュニケーション能力も、豊富なグループワークを通じてきっちり磨
くことができます。自分がやりたいことを見つけ、それを実現させた
いのなら、ここは良い環境だと思います。

　  情報学
部では情報
に 関 す る
様々な学問
に触れるこ
とが出来ま
す。情報学
に関わる数
学やプログ
ラミングを学ぶ一方で心理学や統計学などに取り組む
ことも出来ます。私には他の方が挙げるような強い興
味関心は今のところありません。それに、これから先
そういった物が見つかるかは分かりません。ですが、
様々な学問分野に触れられる環境にある事は後々に選
択を後悔しないという部分でなんとなく心強いように
思えます。

　皆さんの中には、大学で学びたい
ことが決まっている人、まだ具体的
には決まっていない人など様々だと
思います。情報社会学科では、
どのような学生に対しても進
んで学べる環境があると思い
ます。というのも、様々な専
門知識を持つ教員がいるため、
学ぶことができる分野は多岐にわたります。
私はメディア・コミュニティ系の授業を中心に、幅広い知識と分
析し考える能力を身につけることができました。そして、もっと
メディアについて勉強したいという思いが強くなり、専門知識を
深めています。多くの学びから成長が実感できています。

　情報というとすぐさま思
いつくのはパソコンだと思
いますが、情報社会学科
では様々な人文社会科学
の学問に触れることがで
き、パソコンが苦手でも
大丈夫です。授業では、
我々を取り巻く情報化の
流れを、コミュニティと

メディアを主眼にして考えていきます。プログラミングな
どの技術的な部分だけでなく、多様な学問の世界に触れ、
物事を広い視野で情報化社会を捉えることができるように
なります。

研究を深める…
　高度な専門性と多様性に富んだ学際的な視野と知識の両方を兼ね備
えた「情報学」のエキスパートや研究者を育成するために、総合科学
技術研究科・情報学専攻が設置されています。
　情報学専攻には、計算機科学（CS）、情報システム（IS）、情報社会
デザイン（ID）という３つのプログラムから構成されるカリキュラム

が用意されています。また、これらのプログラムとは独立
に「社会人再教育特別コース」を開設し、社会人の再教育のニーズに応えています。さ

らに帰国子女や留学生のために 10 月入学および 9 月修了の制度も用意しています。

　以下の選抜方式から自分に適した方式で受験することができます。

出身大学など

修士課程1年（平成29年4月現在）
平成27年10月入学者とABPを含む

所属プログラム

大学院入試情報の入手先 入試情報の詳細は以下のWebページをご覧ください。

 http://www.inf.shizuoka.ac.jp/information/graduate.html情報学部Web大学院入学試験ページ

推薦入試
一般入試
飛び入学特別入試
社会人入試
外国人留学生入試
社会人再教育特別コース

書類選抜および面接
学力検査（基礎・専門・英語）および面接
学力検査（基礎・専門・英語）および面接
学力検査（英語）および面接・口頭試問
学力検査（基礎・専門）および面接
面接・口頭試問

30 名
30 名 *
若干名
若干名
若干名
若干名 *

選抜方式

* 一般入試の募集人員 30 名のうちには、社会人再教育特別コースの募集人員若干名を含んでいる。

選抜・学力検査等 募集人員

■大学院入試の選抜方式 …………………………………………

大学院の入学者

大学院の入試

　講義が主であった学部と異なり、大学院では研究が重視されています。講義
の内容もそれに合わせ、より専門的で、学生に合わせた内容に変化しています。私の場合、学部時代

に学んだことを基礎としつつも、大学院でより深く、新しい情報を取り入れることにより、自分の研
究をより確かなものにできています。研究を通じて新たな発見に喜びを感じら

れる方にとって、魅力的な道だと思います。

　大学院の魅力の一つに学生が主体的に取り組める講義があります。講義は少
人数で開講されているものが多く、ディスカッションやプレゼンテーションを通して先生方と受講生が

一緒に作り上げていくようなものが殆どです。講義内容と自分の研究分野を絡める機会もあり、異なる分
野を研究している学生の話を聞くのが面白いです。また、様々な専門知識を持った先生方と話すことで、あ
らゆる角度から物事を捉える力を身に付けることができるのも魅力の一つだと思います。

　僕の大学院への進学理由は，学部時よりも深
く専門的な研究を追求したかったからです．でも，いざ実際に進学してみると専門
知識の習得だけではなく，国内外の学会や，海外の大学との研究交流プログラムな
ど，自らの研究を発表・議論をする機会が多くあります．これらの経験を通し，

様々な分野の優秀な人たちとのネットワークの形成，人に自分のア
イデアを伝える能力など，生涯を通して役に立つ強みを日々築いて

いると感じています．

本学部卒
59名 CS

39名

IS
20名

ID
2名

他学部・
他大学卒

4名

社会人リフレッシュ
2名

情報科学科　伊藤双葉

情報科学科　佐藤伸哉

行動情報学科　伊藤大貴

情報社会学科　南俊孝

行動情報学科　宮代典明

情報社会学科　由布マサイチ

情報学専攻　林 升柯

情報学専攻　古川温子

情報学専攻　柴田高司
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Student Voices

情報学部生の声
Graduate School

大学院（総合科学技術研究科・情報学専攻）
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学ぶことができる分野は多岐にわたります。
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卒業後の進路

静岡大学情報学部就職率 97％

就職支援カレンダー

主な就職先

就職データ

先輩メッセージ
就職

■卒業後の進路
　情報学部が卒業生を送り出してから 17 年、大学・大学院で学ん
だ専門知識を活かした技術者・研究者をはじめ、専門性の高い総合
職など幅広い分野に就職先を広げています。
　ICT を基盤に急進展した社会の情報化は、情報通信システム業界を
はじめ、その他ほとんどの産業に大きな影響を与えてきており、その発
展・充実を担う人材への求人は今後ますます増えていくことでしょう。

■就職支援活動
　情報学部では、就職担当の教職員を中心に、学生の就職活動のア
ドバイスや個別指導、企業訪問、インターンシップサポートなど、
就職支援活動に積極的に取り組んでいます。
　具体的な就職支援対策としては、次のページの就職支援カレン
ダーに示した就職関係ガイダンスを実施しています。また、自由応
募のフォローアップ、学科推薦による就職支援も充実しています。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月
静大就職祭（合同企業説明会）

進路ガイダンス
進路希望調査

面接対策

業界研究セミナー
筆記・SPI・ES・履歴書対策

進路ガイダンス
インターンシップ事後報告会
自己分析に役立つ適性テスト

インターンシップ実施

インターンシップ実施

インターンシップ事前発表会
就職活動の心構え、活動の仕方

インターンシップガイダンス（技術系）
1年後の公務員試験対策
各就職情報サイトの説明　他

インターンシップガイダンス（文科系）

学科推薦希望者への面談開始
面接攻略ガイダンス

3年次

4月

5月

6月

4年次

平成28年度卒業生

平成26～28年度

卒業者数

198名

就職希望者数

133名
未就職者数

4名
進学者数

65名その他

0名

三菱電機株式会社

　現在、私は三菱電機のシステム部門でクラウド基
盤の開発を行っております。開発では、ネットワー
クやセキュリティーといった IT の基本知識だけでな
く、それら知識を基にしてシステムを設計・構築す
る技術も必要となります。静岡大学では、情報学に
関する知識だけでなく、実践的な技術を取得できる
講義もあり、開発業務に大いに役立っていると感じ
ています。また、研究活動を通して得た探究心・粘
り強さも業務を遂行する上で欠かせない力だと感じ
ています。

◆情報科学科（平成24年度卒業）
◆情報学研究科（平成26年度修了）

杉山　祐介

　現在、画像処理技術を用いて小売業の問題を解決
する方法について研究しています。大学では、無線
ネットワークを用いた技術の研究に取り組んでいま
した。現在の仕事内容と分野は違いますが、大学の
研究では、何が問題なのか、なぜその問題は起こる
のか、どのように問題解決するかを考える機会が多
くありました。その時に培った考える力は今も役
立っています。この力をさらに伸ばし、研究に活か
していくことで、社会に貢献できる製品を作り出し
ていきたいと考えています。

◆情報科学科（平成24年度卒業）
◆情報学研究科（平成26年度修了）

山﨑　景太

東芝テック株式会社

　私は現在、人事部門で給与処理、社会保険手続き
業務、および労務管理業務を行っています。一見す
ると情報学とは縁のない業務に思えるかもしれませ
んが、情報学部で学んだプログラミングの知識は物
事の構造をとらえて論理的に考えるための基礎と
なっています。
　また、研究室では中小企業の経営改善に取り組み
ましたが、主体的に考え積極的に改善提案を行うこ
とは現在の仕事にも役立っており、情報学部での４
年間は非常に有意義なものであったと実感していま
す。◆情報社会学科

（平成25年度卒業）

深澤　利恵

鈴与システムテクノロジー株式会社

　私は現在コンサルタントとして、クライアントの
抱える問題を、システムを通じて解決する仕事をし
ています。静岡大学情報学部では、ただシステム知
識を学ぶだけではなく、知識をどう社会に活かして
いくかを学び、考えることができます。4年間の学
生生活を通じ、システム知識とともに、自ら考え行
動する力、問題解決能力を身につけることができま
した。これからも、静岡大学で身につけた力をもと
に、クライアントの変革に携わっていきたいと考え
ています。

◆情報社会学科
（平成24年度卒業）

横田みなみ

アビームコンサルティング株式会社

※行動情報学科のリストは、2016年度より行動情報学科に所属する研究室の卒業生の就職先より作成。

就職者数

129名

就職・進路情報の入手先 キャリア支援や主な進路先の詳細は以下のWebページをご覧ください。

 http://www.inf.shizuoka.ac.jp/course/index.html情報学部　就職・進路ページ

情報科学科 行動情報学科 情報社会学科 総合科学技術研究科 情報学専攻

■アイシン・エイ・ダブリュ
■アルファシステムズ
■内田洋行
■ＳＣＳＫ
■ＦＤＫ
■ＮＴＴデータ
■京セラコミュニケーションシステムズ
■コーエーテクモ
■ジェイアール東日本情報システム
■ＴＩＳ
■デンソー
■東海澱粉
■東芝
■豊田自動織機
■トヨタ自動車
■富士通
■ニフティ
■三井住友信託銀行
■三菱電機インフォメーションシステムズ
■ヤマハモーターソリューション　など

■岡崎市役所
■静岡市役所
■伊藤忠テクノソリューションズ
■Ａｉｍｉｎｇ
■ＮＴＴ西日本
■遠鉄システムサービス
■紀陽銀行
■キヤノンマーケティングジャパン
■ジェイアール東海情報システムズ
■JTB情報システム
■静岡銀行
■静岡新聞社
■スズキ
■ＴＩＳ
■ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
■トッパン・フォームズ
■トヨタコミュニケーションシステム
■日本情報産業
■本田技研工業
■琉球銀行　など

■厚生労働省
■静岡県警
■磐田市役所
■アサツーディ・ケイ
■インテック
■ＮＥＣフィールデング
■ＮＴＴ西日本
■ＪＡ全農
■静岡銀行
■スズキ
■全日本航空
■ＴＯＫＡＩホールディングス
■豊田合成
■名古屋鉄道
■日東電工
■日本医科大学
■日本発条
■日立製作所
■三井住友銀行
■リョービ　など

■アイシン・エイ・ダブリュ
■ＳＣＳＫ
■ＮＥＣ
■ＮＴＴドコモ
■トヨタ自動車
■京セラ
■ＫＤＤＩ
■ＪＲ東海
■スズキ
■ソフトバンク
■大日本印刷
■ダイフク
■デンソー
■東芝テック
■日立製作所
■富士通
■富士通エフサス
■三菱電機
■矢崎総業
■ヤマハ　など
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4名
進学者数

65名その他

0名

三菱電機株式会社

　現在、私は三菱電機のシステム部門でクラウド基
盤の開発を行っております。開発では、ネットワー
クやセキュリティーといった IT の基本知識だけでな
く、それら知識を基にしてシステムを設計・構築す
る技術も必要となります。静岡大学では、情報学に
関する知識だけでなく、実践的な技術を取得できる
講義もあり、開発業務に大いに役立っていると感じ
ています。また、研究活動を通して得た探究心・粘
り強さも業務を遂行する上で欠かせない力だと感じ
ています。

◆情報科学科（平成24年度卒業）
◆情報学研究科（平成26年度修了）

杉山　祐介

　現在、画像処理技術を用いて小売業の問題を解決
する方法について研究しています。大学では、無線
ネットワークを用いた技術の研究に取り組んでいま
した。現在の仕事内容と分野は違いますが、大学の
研究では、何が問題なのか、なぜその問題は起こる
のか、どのように問題解決するかを考える機会が多
くありました。その時に培った考える力は今も役
立っています。この力をさらに伸ばし、研究に活か
していくことで、社会に貢献できる製品を作り出し
ていきたいと考えています。

◆情報科学科（平成24年度卒業）
◆情報学研究科（平成26年度修了）

山﨑　景太

東芝テック株式会社

　私は現在、人事部門で給与処理、社会保険手続き
業務、および労務管理業務を行っています。一見す
ると情報学とは縁のない業務に思えるかもしれませ
んが、情報学部で学んだプログラミングの知識は物
事の構造をとらえて論理的に考えるための基礎と
なっています。
　また、研究室では中小企業の経営改善に取り組み
ましたが、主体的に考え積極的に改善提案を行うこ
とは現在の仕事にも役立っており、情報学部での４
年間は非常に有意義なものであったと実感していま
す。◆情報社会学科

（平成25年度卒業）

深澤　利恵

鈴与システムテクノロジー株式会社

　私は現在コンサルタントとして、クライアントの
抱える問題を、システムを通じて解決する仕事をし
ています。静岡大学情報学部では、ただシステム知
識を学ぶだけではなく、知識をどう社会に活かして
いくかを学び、考えることができます。4年間の学
生生活を通じ、システム知識とともに、自ら考え行
動する力、問題解決能力を身につけることができま
した。これからも、静岡大学で身につけた力をもと
に、クライアントの変革に携わっていきたいと考え
ています。

◆情報社会学科
（平成24年度卒業）

横田みなみ

アビームコンサルティング株式会社

※行動情報学科のリストは、2016年度より行動情報学科に所属する研究室の卒業生の就職先より作成。

就職者数

129名

就職・進路情報の入手先 キャリア支援や主な進路先の詳細は以下のWebページをご覧ください。

 http://www.inf.shizuoka.ac.jp/course/index.html情報学部　就職・進路ページ

情報科学科 行動情報学科 情報社会学科 総合科学技術研究科 情報学専攻

■アイシン・エイ・ダブリュ
■アルファシステムズ
■内田洋行
■ＳＣＳＫ
■ＦＤＫ
■ＮＴＴデータ
■京セラコミュニケーションシステムズ
■コーエーテクモ
■ジェイアール東日本情報システム
■ＴＩＳ
■デンソー
■東海澱粉
■東芝
■豊田自動織機
■トヨタ自動車
■富士通
■ニフティ
■三井住友信託銀行
■三菱電機インフォメーションシステムズ
■ヤマハモーターソリューション　など

■岡崎市役所
■静岡市役所
■伊藤忠テクノソリューションズ
■Ａｉｍｉｎｇ
■ＮＴＴ西日本
■遠鉄システムサービス
■紀陽銀行
■キヤノンマーケティングジャパン
■ジェイアール東海情報システムズ
■JTB情報システム
■静岡銀行
■静岡新聞社
■スズキ
■ＴＩＳ
■ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
■トッパン・フォームズ
■トヨタコミュニケーションシステム
■日本情報産業
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■厚生労働省
■静岡県警
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■全日本航空
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■豊田合成
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■日本発条
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■リョービ　など
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新入生歓迎駅伝大会

新入生歓迎合宿

卒業式・祝賀会

クリスマスパー
ティー

静大祭
テクノフェスタホームカミングデー

夏季オープンキャンパス

七夕パーティー

入学
式

27 28

授業やサークル活動に加えて、大学では様 な々イベントが開催されます。ここでしか体験できない刺激や感動に溢れたキャンパスライフがあなたを待っています！

・新入生歓迎駅伝大会
・春季オープンキャンパス

・創立記念日
・Jフェスタ

・集中講義 ・後期授業開始

・卒業式
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・春季休業

・夏季オープンキャンパス
・夏季休業
・夏季短期留学
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キャンパス・カレンダー
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・前期授業終了
・前期試験
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・入学式
・新入生歓迎合宿
・前期授業開始
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29 30

先輩のキャンパスライフCampus Life Campus Life Campus Life 
先輩のキャンパスライフ

～先輩からのメッセージ～ サークル紹介Campus Life Campus Life Campus Life 
サークル紹介

～仲間との絆を深め、充実したキャンパスライフに～

矢野　志直 さん

行動情報学科

辻村　美穂 さん

　　　　　　　行動情報学科の矢野で

す。私たちの行動情報学科はできて間

もないので、自分たちがどんな風に行

動するか、どうしたいと思うのかによっ

てどんな学科になるのかがこれから決

まっていく時だと思っています。

１階にある
リフレッシュスペースです。いつもは多くの人で混みあっています。

　情報社会学科ではメディア・コミュニ
ティなどの様々な観点から学んだ上で情
報社会がどうあるべきか学んでいます。
幅広い分野を勉強するために大変なとこ
ろもありますが、そんな時は友だちと一
緒に勉強して理解できるように頑張って
います。

東海リーグの時に浜松キャンパスの卓球部のみんなで撮った写真です！

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日 コミュニケーション
スキルズⅠ

心理学

英語リーディングⅡ

　

情報と心理

1・2
時限

◎矢野先輩の一週間
（1年後期）

◎辻村先輩の一週間
（2年前期）

3・4
時限

5・6
時限

7・8
時限

9・10
時限

プログラミング

コンピュータ
ネットワーク基礎

社会公共
システム論

ドイツ語Ⅰ 英語演習Ⅲ

統計学入門

ドイツ語Ⅱ

放課後

情報社会学科

学習マネジメント

線形代数学

プログラミング

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

1・2
時限

3・4
時限

5・6
時限

7・8
時限

9・10
時限 放課後

文化系サークル 体育系サークル
●軽音楽愛好会　●近代音楽研究サークルNRC　●吹奏楽団　●管弦楽団　
●SSH（静岡大学スタンダードハーモニージャズオーケストラ）　●混声合唱団　●アカペラサークル「Aal-Lied」　●邦楽部　
●美術部　●写真部　●漫画研究会　●CUE-FM放送研究会　●SF研究会　●ESS（イングリッシュスピーキングソサイエティ）　
●茶道部　●ゲーム研究会　●将棋部　●ボランティアサークル「AMIS」　●ICON　●wood pecker　●映像研究部　
●Kids Science Cafe　●静大ベスト　

●陸上競技部　●水泳部　●準硬式野球部　●軟式野球部「イリュージョン」　●硬式庭球部　●軟式庭球部　
●バスケットボール部　●バレーボール部（男子・女子）　●卓球部　●バドミントン部　●サッカー部　●ラグビー部　
●ゴルフ部　●アルティメットサークル「うわの空」　●柔道部　●剣道部　●空手道部　●フルコンタクト空手道部（実践空手道部）　
●合気道部　●スポーツ合気道部　●少林寺拳法部　●テコンドー部　●弓道部　●モダンダンス部　●よさこい演舞「鰻陀羅」　
●サイクリング部　●自転車競技部　●自動車部　●SUM(Shizuoka University Motors)　●ヒコーキ部　
●ロボットファクトリー　●SATT(航空宇宙技術育成部)　●オリエンテーリング部　●山岳部　●探検部　●ヨット部　●漕艇部　
●カヌー部　●競技スキー部　●スケートボード部　●大道芸サークル「すぱ」　●F.C.Raios

卒業研究の調査

卒業研究の調査

研究室ゼミ 研究室ゼミ カフェのバイト

カフェのバイト

ラジオ番組アシスタント研究室ゼミ 研究室ゼミ

情報科学科

雨宮　結衣 さん

　私は高校の情報科の出
身でプログラミングの経

験があり、情報科学科に入学しました。
理系科目のほか、デザインやマネジメ
ントなどの科目も履修し、情報学に対
する視野を広くしています。研究室で
は先生や先輩方に助けてもらいながら、

充実した日々を送っています。

サークルでは音楽を制作しており、メンバー同士で意見交換や勉強会をしています。

　マスコミ業界への就職を考え、メディア
研究のできるゼミに入りました。ゼミでは
卒業研究の進捗を報告・相談し、先生やゼ
ミ仲間にアドバイスをもらいます。カフェ
とラジオ番組アシスタントのアルバイトを
掛け持っていますが、マイペースに学業と
両立しながら学生生活を楽しんでいます。

大学祭では、
他の研究室のメンバーとも集まってみんなで

とても
盛り上がりました！

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

　

情報資産構築演習

1・2
時限

◎岩間先輩の一週間
（3年前期）

◎雨宮先輩の一週間
（4年後期）

3・4
時限

5・6
時限

7・8
時限

9・10
時限

地震防災情報セキュリティ

ビジネス計画演習 ビジネス計画演習

情報資産構築演習

放課後

情報社会学科

金融システム論

管理科学

岩間　寛悟 さん

データマイニング 情報学応用論

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

1・2
時限

3・4
時限

5・6
時限

7・8
時限

9・10
時限

社会調査論

パブリック・
ガバナンス論

情報倫理と法

情報管理社会論

放課後

ジェンダー論

情報と経済

進化と地球環境

英語ライティングⅡ 都市デザイン論

コミュニケーション
スキルズⅡ－１

ビジネスホテルの
フロントでバイト

心理学 言語コミュニ
ケーション論

グローバリ
ゼーションと文化

ビジネスホテルの
フロントでバイト
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施設紹介各種制度 施設紹介Campus Life Campus Life Campus Life 

学　　　費
●授業料の免除について
　経済的な理由で授業料の納付が困難
であり、かつ学業優秀と認められる場
合、授業料（全額又は半額）免除制度
を受けることができます。

修学サポート室「こみさぽ」

奨学金制度
●日本学生支援機構奨学金
　日本学生支援機構奨学金は、経済的理由により就学に困
難がある優れた学生等に対し貸与されます。本人の願い出
により大学が選考・推薦し、支援機構が採用決定します。

●地方奨学金
　地方奨学金には、静岡大学を通して申請する奨学金と、
個人で直接申し込むものがあります。それぞれの奨学団体
によって、手続きの仕方、奨学金の月額などは異なります。

学生寮・アパート紹介

学習支援「チューターズフロント」

　右の 2 つの学生寮を利用する
ことができます。また、アパー
ト紹介を大学生協で行っていま
す。家賃は、部屋のタイプ、建
物の構造や新しさによって違い
ます。

授業料 535, 800円

前　　期…267, 900円
納付時期…4月中

日本学生支援機構奨学金の種類

●第一種奨学金（無利子）
　貸与月額／自宅学生　…30, 000円、45, 000円

　　　　　　自宅外学生…30, 000円、51, 000円　

●第二種奨学金（有利子）
　貸与月額／30, 000円、50, 000円、80, 000円、
　　　　　　100, 000円、120, 000円から選択

後　　期…267, 900円
納付時期…10月中

●運動場

あかつき寮
●対象／全学男子 ●2人部屋
●1日2食の寮食付

◎寄宿料／月額…6, 000円

◎寮費込諸経費／21, 000円

あけぼの寮
●対象／男女留学生及び日本人女子
●ワンルームマンションタイプ

◎寄宿料／月額…15, 000円

◎電気・ガス・水道別途個人契約

広い運動場と奥にあるテニスコートは、体育
系サークルの活動や健康体育の授業で使用
します。

●北館生協
北館食堂は情報学部生のNo.1ランチスポットです。
生協は食品・文具・書物など豊富な品揃えです。

体育館●

体育系サークルの活動や健康体育の授業で
使用します。休み時間に使用することもでき
ます。

高柳記念未来技術創造館●

テレビの創始者でありテレビの父と呼ばれ
た高柳健次郎先生の偉業やテレビの歴史な
どを展示しています。

●北館食堂 ●新講義棟

●図書館
学術情報の収集・閲覧・貸出ができます。レポー
ト作成時やテスト勉強にぴったりです。

●S-port
学習および教育・研究をサポートする図書館と
学生支援センターがあります。

●保健センター
学生の健康の保持、増進を図るため、定期健康診
断や応急処置、カウンセリング等を行なっています。

●南館生協
南館食堂はメニュー豊富に温かい食事を提供し
ています。生協では手作りパンが人気です。

●南館食堂

～静かで緑豊か、充実した環境～
～大学生活を支援します～

北会館

図書館 事務棟

守衛所

工学部6号館

総合研究棟

も
の
づ
く
り
館

プ
ー
ル

情報学部1号館

工学部7号館

工学部8号館

体育館
工学部5号館

武道場

南会館

佐鳴会館

課外活動
共同施設

工学部3号館

工学部4号館

運動場

テニスコート

イノベーション
社会連携推進機構

南門

正門

北門

工学部1号館

電子工学研究所創造科学技術大学院

工学部2号館

情報学部2号館

（平成28年度実績）

（平成28年度実績）

高柳記念
未来技術創造館

　障がいがあるため、またはコミュニケーションが苦手なために、大学で勉強するうえで困難を感じてい
る学生が、他の学生と同じように学び自立できるよう支援します。

　大学での勉強に躓いている学生に対して、先輩（大学院生チューター）が勉強の相談にのってくれると
ころです。授業内容を理解するための手助け、どうしたら問題解決できるかなど、先輩の立場でヒントや
アドバイスを提供してくれる場です。数学・物理・実験などの専門科目・教養科目のレポート・PCに関
する相談など、学習関連の相談を受け付けます。
　　　　　　　　　　　　場所：図書館浜松分館 S-Port 2F グループワークエリア 学習相談カウンター

場　　　　所

開 室 時 間

相談申込方法

「学生相談室」　工学部7号館3階

月、火、金　9:00～16:00

① 開室時間に直接「学生相談室」を訪ねる。
② 電話(053-478-1504)又はメール(ota.yuko@shizuoka.ac.jp)で予約をとる。

光創起イノベーション
研究拠点

S-port
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静岡大学の国際交流

～世界とつながる～

　静岡大学では教育・研究に関するさまざまな面で、海外の大学と盛んに交流を行っています。平成29
年1月現在で、大学間あるいは学部間で交流協定を結んでいる大学や研究機関は、北米、欧州、アジア太
平洋の31か国、91大学・機関に及びます。このうち49の大学とは特別に「大学間学生交流協定」を結
び、学部生・大学院生の交換留学に便宜をはかっています。交流先の大学・機関の数を増やすだけにとど
まらず、交流の内容を強化することによって、教育・研究の両面における国際化をはかっています。海外
からも大勢の学生が静岡大学へ留学しています。毎年約34か国300名前後の留学生（学部生、大学院
生、研究生）が在学しています。そのうち、情報学部には10か国前後、40名程度が在学しています（大
学院含む）。留学生は皆日本人学生と一緒に熱心に勉学に励んでいます。勉学を通じて、また、パー
ティー、スポーツ大会、討論会、国際交流サークルを通じて、日本人学生と国籍を越えた友情を育んでい
ます。

国際交流の制度・プログラム
●夏季短期留学　大学間協定に基づき、ネブラスカ大学オマハ校（アメリカ）、アルバータ大学（カナ
ダ）、朝鮮大学校（韓国）への夏季短期留学を実施しています。語学研修による語学力の向上に加え、文
化体験、観光旅行などを通じて異文化理解を深めることができます。最終試験に合格した学生に単位認定
（２単位）する制度もあります。平成27年度は情報学部から10名の学生が参加しました。
●研究室国際交流プログラム　主に学部3・4年生と大学院生を対象に海外の大学と研究室単位で交流を行
う海外研究室交流を実施しています。相手先研究室と合同のワークショップでの発表やさまざまなソー
シャルイベントへの参加を通して国際的な立場で率先的に活躍できる人材になるためのステップとして積
極的に学生を派遣しています。28年度は淡江大学6名、香港大学5名、計11名の学生を派遣しました。プ
ログラム参加者は単位認定が可能です。
●国外インターンシップ制度　国外の研究機関・企業等へ1~2ヶ月程度インターンシップをする大学院生
を対象に、指導教員の推薦に基づき、助成金を支給する制度があります。参加者は単位認定が可能です。

留学体験記留学体験記

アジアブリッジプログラム(ABP)での留学生
　アジアブリッッジプログラム(ABP)での留学生として日

本に来てからほぼ１年半が経ちました。私が日本への留学を決めた理由は二つ
あります。一つ目はもっと視野を広げたかったからです。留学すると色んな国
の人に会えて、色んな文化を知って、新しいとても貴重な体験をする事ができ
ます。二つ目の理由はやはり高い技術を持っている日本という国で勉強した
かったからです。日本では研究の参考になる資料にも簡単にアクセス出来ます
し，研究もやりやすいと思います。今は聴覚障害者を支援するための研究を
やっています。社会に役立つ研究ができて、親切な先生たちと仲間たちが居て
感謝しています。

アンドレ・シトムプル

アジアブリッジプログラム(ABP)での留学生
　静岡大学のアジアブリッジプログラム（ABP）

の一期生です。日本に留学したのは、日本の「がんばって」精神、そ
して先進的な科学技術社会を支えている文化を学びたかったからで
す。静大の環境はオープンで国際的です。イスラム教学生のためのお
祈り用の部屋があり、カフェテリアにはハラール料理があります。留
学生と日本人学生が一緒に参加するイベントもたくさんあります。
キャンパスには多数の留学生がい
るので、国際的な環境を経験する
チャンスが開けています。こうし
た経験は、留学しようと思う学生
を勇気づけ、グローバル時代に向
けて必要な文化的な豊かさを与え
てくれるでしょう。

ジュニータ・サリ・シネガー

　ドイツのヴッパタール大学に留学中です。ドイツで生活を
していると、日本にいた頃の自分が、どれほど何となく過ご

していたかに気づかされます。留学をしていなければ、他の国々の学生と話を
して他国の文化を知ったり、難民問題の一端を垣間見たり、そして日本にいた
頃の自分と少し距離を置いて自己を振り返ったりは出来なかったと思います。
留学での新たな発見や出会いは、私の狭かった視野を広げてくれています。皆
さんも、少しでも興味があればぜひ留学に挑戦してみてください。きっと日本
にいるだけでは得られない体験や発見があると思います。

山尾　南雲

　静岡大学でとても有益な留学生活を過ごしています。情報学
部は文工融合システムを取り入れているため、文系と理系の区

別をせず、両面から勉強ができたため自分がやりたい勉強を自分で見つけることが
出来ました。私の研究室には日本・韓国・中国の3か国の生徒がいるため、お互い
協力して研究を進めています。また、国際交流を通じて様々な国の友達と仲良くな
り、視野を広げることが出来ました。今度、ベトナム出身の友達の家に遊びに行く
ことになりました。ベトナムを案内してもらいながら旅行して友達の家に泊まりな
がらベトナムの文化を感じることができるようになることを楽しみにしています。

曺　明鉉

　2016年4月静岡大学に入学し、情報学部に在学しており
ます。情報社会学科の留学生として、先生と学生たちの恩恵

を受けており、とても幸せだと思います。大学へ来る前に、新しい環境で全く知
らない人たちとうまく付き合うことができるかと大変心配していました。今考え
ると、それは考え過ぎでした。一年経って、日本人の友達だけではなく、各国か
らの留学生の友達も出来ました。嬉しいことですが、ショックでもありました。
自分より優れた人が大勢いることが分かりました。簡単に負けないように、自分
はもっと頑張らなければなりません。三年後の私はどのような人になるか、楽し
みにしています。絶対に自分をびっくりさせたいです。一緒に私たちと奇跡を起
こしませんか。ぜひ静岡大学へ。

胡　磊

インドネシアからの留学生

インドネシアからの留学生

ドイツ留学経験者

韓国からの留学生

中国からの留学生
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平洋の31か国、91大学・機関に及びます。このうち49の大学とは特別に「大学間学生交流協定」を結
び、学部生・大学院生の交換留学に便宜をはかっています。交流先の大学・機関の数を増やすだけにとど
まらず、交流の内容を強化することによって、教育・研究の両面における国際化をはかっています。海外
からも大勢の学生が静岡大学へ留学しています。毎年約34か国300名前後の留学生（学部生、大学院
生、研究生）が在学しています。そのうち、情報学部には10か国前後、40名程度が在学しています（大
学院含む）。留学生は皆日本人学生と一緒に熱心に勉学に励んでいます。勉学を通じて、また、パー
ティー、スポーツ大会、討論会、国際交流サークルを通じて、日本人学生と国籍を越えた友情を育んでい
ます。

国際交流の制度・プログラム
●夏季短期留学　大学間協定に基づき、ネブラスカ大学オマハ校（アメリカ）、アルバータ大学（カナ
ダ）、朝鮮大学校（韓国）への夏季短期留学を実施しています。語学研修による語学力の向上に加え、文
化体験、観光旅行などを通じて異文化理解を深めることができます。最終試験に合格した学生に単位認定
（２単位）する制度もあります。平成27年度は情報学部から10名の学生が参加しました。
●研究室国際交流プログラム　主に学部3・4年生と大学院生を対象に海外の大学と研究室単位で交流を行
う海外研究室交流を実施しています。相手先研究室と合同のワークショップでの発表やさまざまなソー
シャルイベントへの参加を通して国際的な立場で率先的に活躍できる人材になるためのステップとして積
極的に学生を派遣しています。28年度は淡江大学6名、香港大学5名、計11名の学生を派遣しました。プ
ログラム参加者は単位認定が可能です。
●国外インターンシップ制度　国外の研究機関・企業等へ1~2ヶ月程度インターンシップをする大学院生
を対象に、指導教員の推薦に基づき、助成金を支給する制度があります。参加者は単位認定が可能です。

留学体験記留学体験記

アジアブリッジプログラム(ABP)での留学生
　アジアブリッッジプログラム(ABP)での留学生として日

本に来てからほぼ１年半が経ちました。私が日本への留学を決めた理由は二つ
あります。一つ目はもっと視野を広げたかったからです。留学すると色んな国
の人に会えて、色んな文化を知って、新しいとても貴重な体験をする事ができ
ます。二つ目の理由はやはり高い技術を持っている日本という国で勉強した
かったからです。日本では研究の参考になる資料にも簡単にアクセス出来ます
し，研究もやりやすいと思います。今は聴覚障害者を支援するための研究を
やっています。社会に役立つ研究ができて、親切な先生たちと仲間たちが居て
感謝しています。

アンドレ・シトムプル

アジアブリッジプログラム(ABP)での留学生
　静岡大学のアジアブリッジプログラム（ABP）

の一期生です。日本に留学したのは、日本の「がんばって」精神、そ
して先進的な科学技術社会を支えている文化を学びたかったからで
す。静大の環境はオープンで国際的です。イスラム教学生のためのお
祈り用の部屋があり、カフェテリアにはハラール料理があります。留
学生と日本人学生が一緒に参加するイベントもたくさんあります。
キャンパスには多数の留学生がい
るので、国際的な環境を経験する
チャンスが開けています。こうし
た経験は、留学しようと思う学生
を勇気づけ、グローバル時代に向
けて必要な文化的な豊かさを与え
てくれるでしょう。

ジュニータ・サリ・シネガー

　ドイツのヴッパタール大学に留学中です。ドイツで生活を
していると、日本にいた頃の自分が、どれほど何となく過ご

していたかに気づかされます。留学をしていなければ、他の国々の学生と話を
して他国の文化を知ったり、難民問題の一端を垣間見たり、そして日本にいた
頃の自分と少し距離を置いて自己を振り返ったりは出来なかったと思います。
留学での新たな発見や出会いは、私の狭かった視野を広げてくれています。皆
さんも、少しでも興味があればぜひ留学に挑戦してみてください。きっと日本
にいるだけでは得られない体験や発見があると思います。

山尾　南雲

　静岡大学でとても有益な留学生活を過ごしています。情報学
部は文工融合システムを取り入れているため、文系と理系の区

別をせず、両面から勉強ができたため自分がやりたい勉強を自分で見つけることが
出来ました。私の研究室には日本・韓国・中国の3か国の生徒がいるため、お互い
協力して研究を進めています。また、国際交流を通じて様々な国の友達と仲良くな
り、視野を広げることが出来ました。今度、ベトナム出身の友達の家に遊びに行く
ことになりました。ベトナムを案内してもらいながら旅行して友達の家に泊まりな
がらベトナムの文化を感じることができるようになることを楽しみにしています。

曺　明鉉

　2016年4月静岡大学に入学し、情報学部に在学しており
ます。情報社会学科の留学生として、先生と学生たちの恩恵

を受けており、とても幸せだと思います。大学へ来る前に、新しい環境で全く知
らない人たちとうまく付き合うことができるかと大変心配していました。今考え
ると、それは考え過ぎでした。一年経って、日本人の友達だけではなく、各国か
らの留学生の友達も出来ました。嬉しいことですが、ショックでもありました。
自分より優れた人が大勢いることが分かりました。簡単に負けないように、自分
はもっと頑張らなければなりません。三年後の私はどのような人になるか、楽し
みにしています。絶対に自分をびっくりさせたいです。一緒に私たちと奇跡を起
こしませんか。ぜひ静岡大学へ。

胡　磊

インドネシアからの留学生

インドネシアからの留学生

ドイツ留学経験者

韓国からの留学生

中国からの留学生
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■情報学部
■工学部
■総合科学技術研究科（修士課程）
■創造科学技術大学院（博士課程）
■電子工学研究所
■附属図書館
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国立大学法人

路線 40－48 番のバスで
「静岡大学」下車
バスで 20 分
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静岡大学情報学部位置図

JR浜松駅

●浜松駅より
　バスターミナル： 15 番
 16 番

情報社会学科


